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1.　はじめに

　一般胸部画像は、X 線画像診断において基本部

位として集団健診や病院などで多く撮影されてい

る。胸部画像には大きく分けて肺野部と横隔部が

存在する。この胸部画像において、物理的 RMS

（Root Mean Square）粒状度は横隔部より肺野部の

方が高い値を示す。しかし、視覚的粒状性は肺野

部より横隔部の方が粒状性が目立って見える。つ

まり、肺野部では物理的粒状度が高いにもかかわ

らず、視覚的粒状性は低いと認識される。この脳

内の視覚認識プロセスを要因とした視覚的粒状性

を抑制する現象を視覚的粒状隠蔽効果と定義する。

この現象の原因として、脳内の認識プロセスがノ

イズよりも信号に集中するため、周囲への粒状の

認識が抑制されると仮定し、検証実験[1]
を行った。

結果、信号に相当する構造物の数が多いほど粒状

の認識が抑制されることが確認されている。本研

究では、肺野部と横隔部の濃度の違いに着目し、

濃度の違いが視覚的粒状隠蔽効果に及ぼす影響に

ついて検証を行った。

2.　視覚的粒状隠蔽効果

　一般胸部画像には、肺野部（図 1 の A）と横隔

部（図 1 の B）が存在する。この 2 つの部分では

視覚的粒状性は異なり、肺野部の粒状性が良いと

認識される。そこで物理評価として RMS 粒状度

を比較する。RMS 粒状度は階調処理前の値と階調

度の積で求められる。そこで、それぞれの階調度

を求めるために、胸部ファントムを撮影した画像

の各濃度 D（肺野部：1.52、横隔部：0.45）から画

素値を（1）式[2]
より算出した。

　D = 0.00281×QL - 0.237　　　　　　　　　…（1）

　D：濃度　　QL：濃度に相当する画素値

　肺野部：QL = （1.52 + 0.237） / 0.00281 = 625

　横隔部：QL = （0.45 + 0.237） / 0.00281 = 244

　この値と図 2 からそれぞれの傾きを測定し、そ

れぞれの部位の階調度（肺野部：約 2.1、横隔部：

約 0.7）が得られた。従って実際の RMS 粒状度は、

　肺野部：3.04（階調処理前）×2.1（階調度）=6.38

　横隔部：5.06（階調処理前）×0.7（階調度）=3.54

となり、粒状性は肺野部の方が高いことがわかる。

しかし、視覚的には肺野部の粒状性が低いと認識

される。このように物理的粒状度と比べて視覚的

に粒状性を小さくさせる効果を視覚的粒状隠蔽効

果と名付ける。

　本研究では、肺野部と横隔部の濃度の違いに着

目し、濃度が高いと信号の認識に集中し、周囲の

粒状への認識を抑制すると仮説を立てた。

　表 1 に物理的粒状度と視覚的粒状性の測定結果、

図1に胸部写真、図2に横軸を階調処理前の画素値、

縦軸に階調処理を行った後の画素値で作成した特

性曲線を示した。

表 1：物理的粒状度と視覚的粒状性の測定結果

物理的粒状度 視覚的粒状性

肺野部

横隔部

6.38
3.54

良

悪
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図 1. 胸部画像における肺野部（A）と横隔部（B）



3.　実験方法

3.1.　ノイズ画像の作成

　均一なノイズを持つ画像を作成する。まず胸部

ファントムを用い、表 1 の撮影条件で撮影を行っ

た。その際フィルターは 0.05mmCu+0.5mmAl を使

用した。この時の肺野濃度は 1.52 程度であった。

次に 60×60cm（アクリル 5 mm 厚）の水槽フンァン

トムを使用して撮影を行った。水槽ファントムを

用いた撮影条件の概略図を図 3 に示した。この時

の撮影条件は胸部ファントム撮影時と同条件にし

た。水槽に張った水の水位を変化させながら肺野

部の濃度を得た。濃度は中央付近の 5 点を測定し、

その平均を取った。その時の水位は 9cm（+5mmの

アクリル）で濃度は 1.50 となった。その後、得られ

た画像の中心部に100×100のROIを取り、ヒール効

果などによる濃度のムラを補正し、均一な濃度と

するために ImageJ でトレンド補正を行いノイズ画

像とした。ノイズ画像作成の過程を図 4 に示した。

また、得られたノイズ画像の WS を図 5 に示した。

表 2：胸部ファントム撮影の条件

管電圧
kV

管電流
mA

撮影時間
msec mAs 値 S 値 L 値

120 100 20 2.0 152 1.60

3.2.　視覚評価画像の作成

　信号として肺野の血管を想定した線状陰影を作

成した。医療用高階調モニタ（以下、高階調モニタ）

の輝度が一定になるように表示するため、正弦波
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図 2. 胸部階調処理の特性曲線

図 3. 水槽ファントム撮影概略図

図 4. ノイズ画像の作成

図 5. ノイズ画像の WS 測定結果

　切り取り画像　　トレンド成分　　　 ノイズ画像

水槽ファントム画像　
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濃度 0.3 濃度 0.6 濃度 0.9 濃度 1.2 濃度 1.5

図 6　視覚評価画像（信号 0 本）

濃度 0.3 濃度 0.6 濃度 0.9 濃度 1.2 濃度 1.5

図 7　視覚評価画像（信号 2 本）

濃度 0.3 濃度 0.6 濃度 0.9 濃度 1.2 濃度 1.5

図 8　視覚評価画像（信号 4 本）

濃度 0.3 濃度 0.6 濃度 0.9 濃度 1.2 濃度 1.5

図 9　視覚評価画像（信号 6 本）

濃度 0.3 濃度 0.6 濃度 0.9 濃度 1.2 濃度 1.5

図 10　視覚評価画像（信号 8 本）



形に正規分布をかけることにより、中心から離れ

るにつれ正弦波の振幅が少しずつ小さくなるよう

にした。信号の数が粒状の認識に影響を与えると

考えられるため、信号の数は 0 , 2 , 4 , 6 , 8 本の 5

通りとし、3.1で得られたノイズ画像に付加した。

　1 枚の画像中の 8 個の円に対し、ノイズ画像の

コントラストを 4.0 倍から 7.5 倍まで 0.5 刻みで変

化させた。ノイズ倍率が順々と大きくなるように

円形にノイズ画像を配置した。さらに、一般胸部

画像における肺野部と横隔部の適正濃度値は肺野

部で 1.4 〜 1.8、横隔部で 0.5 〜 0.7[3]
とされてい

る。これを基準にそれぞれの信号数においてバッ

ク濃度を1.5 , 1.2 , 0.9 , 0.6 , 0.3の5通り変化させた。

作成した視覚評価画像を図 6 〜図 10 に示した。

3.3.　視覚評価の方法

　作成した視覚評価画像を高階調モニタに表示さ

せる。ノイズが順々に粗くなるように画像を配置

してあるため、画像を観察してノイズがみえる部

分とみえない部分の境界を探し出し、ノイズ検出

の最小倍率を求める。

　今回使用した画像と高階調モニタでは 1 画素の

大きさが異なるため、そのまま表示させると補間

の画像処理がかかり、ノイズ特性が変わってきて

しまう。そのため、画素等倍で表示する。すると

画像が拡大されるため、通常の観察距離よりも距

離を長くすることで網膜上に映る画像の大きさを

一定にした。観察距離の概略図を図 11 に示した。

4.　結果

　視覚評価の結果を図12～図17 に示した。視覚評

価は学生10名に対して行った。グラフの横軸は信

号数、縦軸はノイズの倍率とした。視覚評価の結

果より、以下の傾向が得られた。

①信号数が増えるに従い、最低限検出されるノイ

ズの倍率も大きくなる。

②濃度が高くなるにつれ、どの信号数においても

全体的にノイズの倍率を高くしなければノイズ

を認識することができない。
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図 11. 観察距離外略図 図 14. 濃度 0.9 の視覚評価結果

図 13. 濃度 0.6 の視覚評価結果

図 12 濃度 0.3 の視覚評価結果



5. 　考察

　視覚評価の結果から、信号数が増加するとノイ

ズの倍率を上げて画像を粗くしなければノイズを

認識することができないという結果が表れたのは

被験者の 70％であった。これは信号数が増加する

と脳内の処理が信号に集中し、周囲の粒状への認

識が抑制されるためだと考えられる。よって、信

号数の増加に伴う視覚的な粒状の抑制について確

認することができた。しかし、その他の例として、

信号数が増加するにつれてノイズの認識に差がな

い人や逆にノイズが認識しやすくなる人もいた。

これらの被験者は、信号に対して認識が集中する

ことなく粒状にのみ認識が集中したと考えられる。

　本研究では、濃度 1.5 を肺野条件、濃度 0.6 を横

隔条件とし、濃度を 5 通り変化させた。図 17 の結

果より、濃度が比較的低い場合は、最低限検出さ

れるノイズ検出限界値は小さくなり、濃度が比較

的高い場合は、ノイズ検出限界値が大きくなった。

人間の目は暗い領域において相対的に高い感度を

示す特性があるため、濃度が高くなると信号へと

意識がより集中し、周囲のノイズが抑制されるた

めと考えられる。このことから、濃度が高いほど

視覚的粒状隠蔽効果が発生しやすくなるという仮

説を検証することができた。

6. まとめ

　今回の検証により、濃度を変化させた場合でも

視覚的粒状隠蔽効果が発現した。また、人間の目

は暗い領域で相対的に高い感度を示す特性がある

ため、濃度の違いにより、ノイズの認識に差が出

ることが確認された。
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図 17. 全体の視覚評価結果

図 16. 濃度 1.5 の視覚評価結果

図 15. 濃度 1.2 の視覚評価結果


